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平成２６年第２回宝塚市教育委員会の会議（定例会）会議録 
 １ 開催日   平成２６年１月２９日（水） ２ 場 所 宝塚市役所 ２－４・５会議室 ３ 開会時間  午後１時２９分 ４ 閉会時間  午後２時４６分 ５ 出席した委員の氏名  小野 武委員長、井上 輝久委員、川名 紀美委員、種谷 有希子委員  及び井上 輝俊教育長 ６ 除斥した委員の氏名   ７ 委員及び傍聴人を除く、議場に出席した者  管理部長     和田 和久 学校教育部長   安井 優顕 社会教育部長   井ノ上 彰 管理室長     酒井 喜久 学校教育室長   五十嵐 孝 教育支援室長   田川 隆司 職員課長     田邊 哲朗 施設課長     中村 尚雄 学事課長     高田 輝夫 学校教育課長   橘  俊一 幼児・特別支援教育担当課長  谷川 妙美 

 

教育研究課長    井上 淑子 青少年センター所長 高田 功一 社会教育課長    高井 緑 スポーツ振興課長  岡本 勝幸 学校教育課副課長  日下部 靖 スポーツ振興課副課長 寺田 実 中央図書館副館長  森  丈実 西図書館長     西田 薫 教育企画課係長   岩室 勝也 社会教育課係長   木村 忠良 社会教育課係長   吉田 健一 中央公民館係長   松岡 丈雄 
 ８ 会議の書記   教育企画課副課長    橋詰 まゆ美   教育企画課事務職員  細井 妙子 ９ 議題 ○議案第３号 平成２６年度教育委員会所管一般会計予算（案）の提出について意見を申し出ることについて ○議案第４号 宝塚市社会教育委員条例の一部を改正する条例の制定について意見を申し出ることについて ○議案第５号 宝塚市立スポーツ施設条例の一部を改正する条例の制定について意見を申し出ることについて ○議案第６号 宝塚市文化財審議会への諮問について 
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 会議の概要  ─────────── 開会 午後 １時２９分 ─────────────― 小野委員長  平成２６年第２回宝塚市教育委員会の会議を始めたいと思います。  本日の署名委員は井上委員でございます。  本日は議案が４件ございますけれども、進行について、事務局からご意見をお願いいたします。はい、どうぞ。 酒井室長   本日、付議案件は４件でございます。議案第３号 平成２６年度教育委員会所管一般会計予算（案）の提出について意見を申し出ることについて、議案第４号 宝塚市社会教育委員条例の一部を改正する条例の制定について意見を申し出ることについて、議案第５号 宝塚市立スポーツ施設条例の一部を改正する条例の制定について意見を申し出ることについて、議案第６号 宝塚市文化財審議会への諮問について、以上の４件でございます。  審議の順番については、この順番でお願いいたします。以上です。 小野委員長  わかりました。それでは、事務局の申し出に従いまして、本日４件、この順番に審議を進めたいと思います。  まず、議案第３号 平成２６年度教育委員会所管一般会計予算（案）の提出について意見を申し出ることについてでございます。  それでは、関係課からご説明、よろしくお願いいたします。 岩室係長   議案第３号 平成２６年度教育委員会所管一般会計予算（案）の提出について意見を申し出ることについて、内容のご説明を申し上げます。  本件は、平成２６年度一般会計予算のうち、教育委員会関係予算に関しまして、平成２６年３月定例市議会に議案を提出するに当たり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定により、市長に次の予算案をもって意見を申し出るものでございます。  平成２６年度教育委員会所管一般会計予算（案）については、歳入額は１２億２，８６３万２，０００円、歳出額は４３億２，９４４万円といたします。また、債務負担行為（案）として私立高等学校入学支度金融資あっせん制度に係る損失補償、教育振興基本計画後期計画策定委託料及び（仮称）花屋敷グラウンド指定管理料に係る債務負担行為を設定いたします。  そうしましたら、議案書ないしは附属しております予算関係資料に基づきまして若干説明をさせていただきたく思いますので、議案書の２ページ、横向きになっておりますが、第１表 予算要求集計表をまずご覧ください。  先ほど申しました歳出規模で４３億２，９４４万円、これを所管課別、それから縦ラインは予算の要求の整理といいますか、区分ごとの経費別の一覧表になっておりまして、縦におりていきますと所管課、その事務を所管しておる課名になっておりまして、右側は、①経常一般経費、②扶助費、③その他経費、④実施計画対象経費というそれぞれの区分に応じた形で予算を編成してまいりました。  当初予算は、委員さん、初めての方もいらっしゃいますので、若干この表の見方だけご説明申し上げますと、①経常一般経費、これは、通常の事務を
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行うに当たりまして経常的な経費、これは俗に言う枠配当ゾーンになりまして、財政当局から一定の計算に基づいた一般財源が具体的に数字を示されて、教育委員会のほうに指示額という形でおりてきております。今回その指示額というのが、①の歳入額２億１，２８４万５，０００円に対して、その横、歳出額１２億６９７万１，０００円、これとの差額９億９，４１２万６，０００円、この一般財源をもって事業を組み立てなさいという指示額に基づきまして、それぞれ各課配分をしまして予算を組みましたという経費になっております。  ②番の扶助費、これは学事課のみの所管になるんですけれども、就学援助費等が、扶助費という形の分の経費になっております。  １つ飛びまして、④実施計画対象経費。これが市の政策サイドのほうから、投資的経費につきましては、平成２６年、２７年、２８年度、この３カ年間で、いずれかの年で１，０００万円以上を超える経費についてはここのゾーンで整理をしましょうと。それに加えまして、平成２６年度単年度だけ見まして新規拡充の事業がありましたら、ここのゾーンで整理をしましょうという形の分になっております。  ③が、今言いました①番、②番、④番以外のその他の経費という形になっております。多くは財政当局のほうからの指定経費という形になっております。  第１表の見方は以上でございます。  次の３ページ、第２表、これが、先ほど言いました３種類の債務負担行為を設定しようとするものでございまして、それぞれの項目に応じた期間と限度額を設定していこうという形の表になっております。  続きまして、別綴じで、平成２６年度教育委員会所管一般会計予算関係資料という形の資料に基づきまして、若干ご説明を申し上げたいと思います。  お開けいただきまして１ページ、これが今回の市全体の一般会計の予算の規模をあらわしておりまして、その中に対する教育費、款の整理でいいますと１０番目に教育費が来るんですけれども、若干色づけのようになっておるところなんですが、今回、平成２６年度の教育費は７１億３，４２５万２，０００円という形になっておりまして、対前年度比で１４．７％アップ、額にしまして９億１，５３４万４，０００円増という形の経費になっております。  下に少し欄外といいますか、表外に書いておりますが、今言いました教育費の中には、人事課が所管しております人件費、我々の人件費ももちろん入ってくるんですけれども、それが２８億７，４９３万９，０００円ございますので、それを差し引きました４２億５，９３１万３，０００円が、純粋に款１０の中にある教育委員会が所管しておる経費の額という形になります。  教育委員会の事務で予算立てをしておりますのが、款１０以外に庁内の共通経費、代表的なもので、款２番目の総務費の中に、郵便料でありますとか、庁用車両のガソリン代でありますとか、その他の経費が入っております。それらを合わせますと７，０１２万７，０００円という形になります。これらを差し引きいたしますと４３億２，９４４万円という形になりまして、先ほ
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どの議案書の２ページの一番右下の歳出の総合計になると。教育委員会の平成２６年度の所管する経費になるという形の表になっております。  続きまして、２ページ目。これは平成２６年度も含めまして、直近の１０年間の教育費、今言いました款１０に絞ってなんですけれども、それの推移といいますか、動向を示した表と、それのグラフになっております。  今回はかなり投資的経費、上の表でいきますと、ちょうど真ん中の「うち投資③」という形になっておりますが、投資的経費１２億７，９０１万円、これがすごく、昨年と比べますと倍増以上になっておりますので、全体の教育費を押し上げておるという形になっております。ただ、投資的経費以外の一般的には経常経費と称するゾーンも、若干ではありますが、２億円強増にはなっております。という傾向をあらわしたグラフになっております。  続きまして、次の３ページ以下をご覧いただきたいと思います。ここからは担当課ごとに各事業ごと、平成２６年度に取り組もうとしております事業の概要を羅列しておる一覧表になっておるんですけれども、一番表の上側に◎が新規、○が拡充という形になっておりまして、事業の前に○ないしは◎がついている。もしくは、説明の欄のところの中に◎もしくは○という形でお示ししておるということになっておりまして、全部で、一応区分で１４項目ございますので、今回はこの新規、◎ないしは○がつきました新規で４項目、○、拡充で１０項目あるんですけれども、そちらを中心に概略だけ説明をさせていただきたく思いますので、まずは次の４ページをご覧ください。  ９番目、○がついております小学校施設整備事業。それのすぐ下に、１２番目、同じく拡充マーク、中学校施設整備事業、それぞれついております。小学校で１億７，０００万円強の増額という形になっておりまして、具体的な学校名はここには入ってはいないんですけれども、説明欄、小学校でいきますと、グラウンド整備工事、これが良元小学校を予定しております。その下のエレベーター整備工事、これが中山桜台小学校を予定しております。その下の空調設備更新工事が長尾南小学校を予定しています。これらの部分が増額の主な要因になりまして、昨年度に比べまして、この小学校施設整備事業だけで約１億７，５００万円強の増額という形になっております。  同じく、この１２番目、中学校の施設整備事業。これも拡充マークがついておるんですが、校舎等改修工事、これが宝梅中学校を予定しています。その下のグラウンド整備工事、これが宝塚中学校を予定しております。これらの要因で、対前年度事業費でいいますと約１億４，０００万円弱の増額という形になっております。  あと、それぞれマークはついていないんですが、１０番の小学校耐震化でありますとか、１３番目の中学校耐震化工事でありますとか、このあたりも今回で多分４回目だったと思いますが、国の補正予算をにらんだ形で、当初、平成２６年度に計画しておった分を平成２５年度に前倒しをして、予算は平成２５年度から平成２６年度へ繰り越しをするという形の手順を踏もうと思っておりまして、このままの予定でいきますと、次回の教育委員会に３月補
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正の予算をご審議いただくんですけれども、そちらのほうで、今言いましたような年度前倒しをして、さらに次の平成２６年度へ送るという形の姿の補正予算のご説明をしたく思いますので、今回はここに書いてあります、小学校でいいますと８，９５５万５，０００円、校舎等の耐震化工事２校という形に書いてあるんですが、一応この２校は宝塚小学校と安倉小学校を予定をしておるんですけれども、先ほど言いました前倒しと、実質平成２６年度実施する事業は１１校ございまして、それは次回の教育委員会で、３月補正のときにご説明をさせていただきたく思います。  同じようなパターンで中学校と、それから次のページへ行きまして、５ページの１０番目、それから２０番目、これも平成２５年度の補正予算対応の項目に入ってきますので、次回の３月補正の段階で説明をさせていただきたく思います。  それから、続きまして６ページをご覧ください。一番上の２５番目、給食事業。これの中の説明の中に◎で表記しておりまして、おいしい学校給食事業経費、総額２６５万円という形になるんですが、平成２６年度は、ご承知のように、歌劇が１００周年、市制６０周年、手塚２０周年という形のトリプル周年と銘打ちまして、市全体を挙げて盛り上げていこうという中の一角の事業立てになっておりまして、具体的には、中国料理で皆さんご存じだと思いますが、程一彦さんにお願いをいたしまして学校給食のレシピを考えていただいて、それに基づいた給食を提供し、なおかつ程さんのご講演をいただくという形の事業でありますとか、西谷の夏野菜を利用したカレー祭りといいますか、宝塚カレーと銘打ちまして、これは末広公園を予定しておりますが、そちらのほうで西谷の夏野菜を用いたカレーを食べていただくという形の事業計画の経費になっております。  それから、次に３３項目め、拡充の○で学校図書館教育推進事業。これは、図書館司書のアルバイト臨時職員として来ていただいている方の勤務の日数を、今、年間９０日相当を１２０日相当に膨らましましょうという形になっておりまして、純粋の増額は、この拡充額としましては６５８万円の増という形になっております。  それから、次の３４番、ＴＡＫＡＲＡっ子いきいきスクール推進事業、これも拡充になっておりまして、これがみんなの先生という形で、地域の方々のお力をお借りするという形の分で、各学校に組織立てをして委託をしている分ですけれども、各学校に今の委託費に加えまして、１校当たり３万６，０００円、幼稚園につきましては１万２，０００円増をして、これらの増額で、都合１４７万６，０００円の増額という形の今回の拡充という形になっております。  それから、次のページに行きまして７ページ目、一番上の３５番目です。説明欄の中に○、すみれ安全マップ印刷、６００万円。これが小中全校区ごとに危険箇所でありますとか、校区全体の地図に情報を記載いたしまして、アトム１１０番連絡所もその中の一つの項目にもあったと思いますが、前回
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は平成２２年度に作成をいたしておりまして、今回がその更新時期に当たるという形で中身を更新するとともに、印刷をかけていこうという形の額になっております。  それから、次は８ページをご覧ください。一番上の項目、４２番、学力向上推進事業と銘打ちまして、新しく事業を立てました。合計４６２万円、これが純粋に新規という形になっておりますけども、中身は、ここの説明に書いてありますように３項目ございまして、寺子屋事業とサイエンスサポーター配置事業、それから子どもたちの自己表現力の向上に資するようなワークショップないしは講演、研修、教員に向けた研修会を実施していこうという形の事業になっておりまして、寺子屋につきましては、昨年から実施計画では認められていたんですが、具体に予算化されているのがこの平成２６年度からスタートという形になっておりまして、一応めどとしましては１０校で事業展開を実施していこうという形になっております。  それから、サイエンスにつきましても、一旦、国のほうの補助が途絶えましたんで、実質には委託事業だったんですけれども、理科のおもしろ推進事業と銘打ちましてやっていた同様のスタイルになろうかとは思いますが、一応全校に年間２５日程度、１回当たり４時間の設定で来ていただくという形の経費を取っております。  それから、最後の表現力向上の分につきましては、そこにも書いてありますように、ワークショップをモデル校としまして約３校ほどピックアップしまして、ワークショップを計５回ほど計画をしておりまして、その延長線上で教員の研修を実施しようという経費になっております。  それから、続きまして４８番目、部活動推進事業の説明の中に、部活動外部指導者活用事業委託５９８万５，０００円となっておりますが、これは、現状は各中学校に平均約４名ごとで、計４８名の方にお願いしているんですけれども、これをプラス９人分という形で増額をしようという形になっております。純粋な増額としましては９４万５，０００円の経費増になっております。  それから、次をめくっていただきまして１０ページ。一番上の５８番目、事業立てとしましては教育国際化推進事業なんですが、メルビル国際交流事業で、メルビルへ派遣する生徒の、説明欄にあります交流事業の中で、今回は補助金、現行で５０万円設定をしておるんですが、それを倍増しようという形になって、自己負担額の軽減を図ろうということです。なおかつ、一応これまでは１５人設定のところを、２０人設定、２０人を派遣するという形の想定をしようとしております。  それから、次の６３番。これは説明の中に◎がございまして、校務支援システム借上料という形で６９１万８，０００円の経費になっておりまして、これは校務作業の効率化を進め、ひいては先生方に、子どもたちと向き合う時間をつくっていただこうというのが一番最終の目的だとは思いますけれども、一応こういうシステム化をすることによりまして子どもたちの基本情報
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も一元化できますし、成績処理でありますとか、通知表の作成でありますとか、指導要録等の全てにわたって連動したシステムを構築しようという計画をしております。一応この経費につきましては借上料というふうに表記しておりますが、リースの予定をしておりまして、平成２７年１月から、それまでにシステム構築を仕上げまして、実際にリースがスタートするのは平成２７年１月から６０カ月を想定しています。平成３１年１２月まで。総経費にいたしますと、このシステム借上料、５年間ですけれども、 １億３，８３５万１，０００円の経費という形の想定になっております。  それから、７４番目、子ども支援事業。これの子ども支援サポーター配置事業という形で、子ども支援サポーターの方、臨床心理士の資格をお持ちの方にお願いしているゾーンなんですけれども、昨今、近隣市の状況と比べまして、なかなか人材確保に苦慮しておると。その一つの要因が、１回あたりの単価設定にも問題があるのかという形で、現行、一応９，６００円の単価設定を、今回は１万１，０００円に押し上げようという形の経費増になっております。トータルで３０６万８，０００円の増額という形になっております。  続きまして、８０番目、文化財保護事業。これも説明欄に◎という形になっておりまして、思い出の写真展覧会用パネル３１万円という形で、これも給食事業のところで言いましたトリプル周年の記念事業の一環という形で、宝塚市の古い思い出にあたるような写真を展示いたしましょうという形の経費になっていまして、この写真展自体の総経費は５９万４，０００円の新規事業という形になっております。  最後のページに行きまして、１３ページ、８６番目、中央図書館管理運営事業。この中に○をしております、図書館サービス向上のための山本南分室の開館時間拡大、７０万円という形になっております。これはアルバイト賃金を想定しておりまして、現状、東公民館の中にあります山本南分室につきましては、原則、水曜日、金曜日を除くお昼の１２時半から夕方の６時までの開館になっておるんですけれども、それを土・日のみ午前中の１０時から開館をしていこうという形の拡充経費という形になっております。それのアルバイト賃金の設定です。  最後に９１番目、スポーツ施設管理運営事業という形になっておりまして、これはもう大きな項目で、（仮称）花屋敷グラウンドの施設整備工事費、これが５億円増という形になっております。対前年度の事業の増額から見ますと５億１，９００万円余の増になっておりまして、ほかには所用の備品購入でありますとか、一応花屋敷グラウンドのオープンに際しての式典の経費も中に含んでおります。  重きは新規と拡充の事業のみの説明で申しわけなかったんですけれども、平成２６年度の教育委員会所管の一般会計の予算説明は以上でございます。 小野委員長  ありがとうございました。何かご質問等ございますでしょうか。  どうぞ。 
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井上委員   学校給食費については、どのようになっているんでしょう。 高田課長   学校給食費につきましては私会計で処理しておりますので、市の予算に計上されない方針になっております。 井上委員   されないんですか。何かされるとか、どうのこうの言ってたのは。 高田課長   公会計になった場合には、市の予算、歳入歳出に計上されるんですが、今のところ私会計で処理しておりますので、学校給食会のほうで給食費は決めていくということになります。以上です。 小野委員長  先ほどの説明で、この９番目と１２番目の仮設校舎の借り上げってありますね。これは新たに借り上げるんですか。 岩室係長   現状、存在する分です。 小野委員長  それを、だから引き続きという意味ですね。 岩室係長   はい。 小野委員長  わかりました。 井上委員   それに関してなんですけども、長尾中学校の体育館の件はどのようになっていますか。 和田部長   長尾中学校体育館は、調査費がついております。 井上委員   それはどこに入っているんですか。 岩室係長   事業立てとしましては中学校施設整備事業の中に入っております。具体の項目の抜き出しはしておりません。 和田部長   抜き出しではないですね。 井上教育長  新規だから、抜き出しておかないとだめですね。 小野委員長  それから、この１番目の中で、教育振興基本計画云々は、これは今年度見直しをするかもしれないという意味の予算立てですか。そう考えていいんですか。 和田部長   今までやってきた前期計画の集約、評価の結果を見つつ、今度の後期計画をつくっていくための費用です。 小野委員長  ああ、そうですか。わかりました。 種谷委員   中学校は今、警備員さんが入っているんですよね。それで、小学校にも是非っていう話がたびたび委員会か協議会のときに出ていたかと思いますが、今回○がないということは、それは特に拡充はされなかったという理解でよろしいんでしょうか。 和田部長   実施計画のほうで、拡充で要望は出していたんですけども、認められなかったということです。 小野委員長  そうすると、相変わらず管理職が大変苦労すると。 種谷委員   そうすると、これは今意見を聞かれているということですよね。意見を申し出る、この案を私たちが言うということになるんですか。首長さんの方に対して。 小野委員長  まあそうですね。我々が事務局のつくった案をオーソライズして、それから、今種谷委員がおっしゃるように何とか小学校の警備員なども入れてくれと、もし我々が言ったらどうなるんですか。 
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種谷委員   付記意見みたいなことは、できるのかなと思っただけなんです。 小野委員長  そう、何も反映されなければ、むなしいなと。 種谷委員   その関係がちょっとわからない。 和田部長   だから、意見を申し出るですけども、実際には、もう事前の段階でいろんなご意見を伺ったこととかを集約して、予算要望をして、結局、市のほうで、それに対して予算をつける、つけないというのが決まって、降りてきたということです。 小野委員長  だから、正直言って、大変むなしいんですよ。ここで今いろいろ言っても、別に新たにこれをそうしてほしいとは言わないんだけど、もし可能でしたら申し出るときに我々としては、是非これだけは優先順位つけて頑張ってくれとかね。 井上教育長  説明が充分できていませんが、今回の予算で一般会計が７１６億８，０００万円です。教育費予算は７１億３，４００万円ということで、教育が一般会計に占める割合を１０％台に拡充してもらったわけですね。  今言われている意見については、我々も十分説明はさせていただきました。そして、今回その中でなぜ不採択になったか。教育委員会事務局が要求した中に、長尾中学校の体育館であるとか、それから校務支援ソフト、これは６００万円ほどの予算しかついていませんが、何億円というお金が次年度以降要るようになっています。そうしたものについても、先生が子どもと向き合うというふうなことから我々は要求しましたが、その中で、市長も全ての予算を付けられたらいいんですけども、何とか待ってくれませんかと言われると、全て教育委員会に付けて下さいと言うわけにもいかずに、やむを得ないということで予算編成されています。だけども拡充すべきことについては、今回細かいところも拡充をしてもらったなというふうな気持ちは持っていますが、引き続きもっともっと説得できるように、こちらのほうも考えていく必要があるなと思います。 小野委員長  教育長のおっしゃるのもよくわかりますし、確かに増えているんですけど、僕らこれ議論していて何がむなしいかといったら、ここで我々議論しても、じゃあ何のために議論をしているのかなと。だから、さっき言ったように、１０項目の中から何かを要求しましょうと。その前段階で我々も入れていただいて、優先順位はどうなんだろうかと。例えば、そういう場に我々が立ち会えれば大変意義あるなと思うんですけども、もしかしたら、ほかの市町村も同じなのかもしれませんけどね。これ、我々ここで聞いたって、わかりましたって納得するだけになっちゃうわけですよね。だから、教育委員会ってそういうものなのかなと。そこがだから、大変厳しい言い方をすると、むなしいなと。  ただ、さっきの小学校の施錠の問題は随分言っていますから、恐らく皆さんも要求の中に入れてくださって頑張ってくれたんだろうと、そこは理解はしますけどもね。  ですから、残念ながら、いろいろ入れかえるというのは、若干なら可能か
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もしれないけども、もう先方とは大体こういう折り合いがついているということですよね。さっきの和田部長の説明によりますと。 和田部長   基本的には、もうこれで固まっているということです。 小野委員長  だから、これで固まりましたってことの報告なんですね、これは。  もし本当に、今後そういう可能性があるとしたら、私が言ったような段階での議論ができるのかどうかを一回ちょっと考えてみてくれませんか。いや、それはとても無理だと。もちろん僕らが、この全項目を一々議論するつもりは全くありませんよ。ただ、新たにやっぱりこういうところは少し頑張ってほしいなというところで、我々の意見も聞いてもらった上で濃淡つけるような、そういう方法ってあるのかどうかだけ一回検討してみてくれませんか。  だって、本当そうなんですよ。僕らやっていて、皆さんもご理解してくださると思うけどね。むなしいわけですよ。この教育委員会って何だろうかと。 和田部長   手続的には、協議会なりで今のご意見を伺った中で、それと、こちらの考えをあわせて予算要求させていただいてます。例えば、一旦、市長部局から予算を付けないという査定がおりてきて、また、今度もう一度復活要求するという場面がありますけども、時間的に無理というところもありますし、制度的にも例えばそういう場に教育委員の方に出てきていただいて、教育委員さんと話をするという場面はないかと思います。 種谷委員   別にこれを強く変えたいと言うつもりはないんですけど、一応、これ多分これから首長さん、市長さんが議案を議会に提出されるに先立って、今、教育委員会の意見を聞いてくださっている。だけど、事前に調整はもうほぼ済んでいると。こういうことはよくわかったんですけれど、一応、建前上意見を聞かれているので、そういう希望を述べるということは多分できるんだと思うんですけれど、多分慣例にはないんだと、こういうことだと思うんですけれども、一応意見は述べれるんですよね。多分法律を見る限りは。書き振りとしては。そこはなかなか難しいんですか。 井上教育長  委員さんは直接は述べられていないですけど、私自身は市長に直接、教育委員会の職員もいる中で、わざわざ席をつくってもらって、このことについて教育委員会としては納得できない、教育委員さんの意見もこういう意見があるということを伝えて全て査定してもらったと思っています。これは教育委員会の強い思いがありますということも私は言っています。あえてそのことについて言ったのは、特に教育委員さんからの強い要望があり、それの総意でもって要求しています。経費の問題については、そういう意見も申して、結果、市長が何とか待ってくれませんかというやり取りだったということなんですね。 小野委員長  わかりました。 種谷委員   わかりました。 川名委員   済みません、もう１点よろしいですか。今と関係するんですけど、初めてこの予算を拝見しましたが、１４％の伸びと、それは大変皆さんの努力を感じるんですが、多くは指定経費で、使い道が決められているというのがこれ
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大部分ですよね。そうすると、この増えた部分を自由に、例えば今年度はこれに投入したいということはなかなか難しくて、施設整備を次々しないといけないしということで、せっかく伸びた予算が少しずつ分散されて、またトリプル事業などもあるんで、それにも少し、みたいなことになって、結局このせっかく伸びた予算が本当に目立たない形になってしまうというのがちょっと残念かなと思うんです。やっぱりなかなか裁量で使うというようなことは、もう事実上、難しいんですか。別に私たちの意見がどうこうではなく、事務局の皆さんが例年予算をつくっていく中で、そういう伸びた、ちょっと増えた部分を、ことしはこれを購入しようかみたいな、そういうめり張りをつけるというのは、もう国の予算もすごく難しいけれど、やっぱり自治体もこれ難しいんでしょうかね。 和田部長   川名委員がおっしゃる１４％伸びた部分というのは、ここに投入しようという予算が、足していって合計１４％の伸びになったということです。 川名委員   だから、結局それはいろんなところに分散になっているわけですよね。こまごまと。それで今ご説明があって、よくわかって、それはそれでいいんだけれども、そういう詳しい説明がないと、市民には、教育予算はどう変わったのかみたいなのが、なかなかわかりにくいですよね。選択と集中ってよく言うけど、何かここ数年はこれをやりますみたいな、そういう教育委員会としての方針を予算に反映させていくというのが、事実上やっぱり難しいのかというのが私の質問です。 小野委員長  今、和田部長の説明ですと、若干なりともそれをやっているつもりですということですね。 和田部長   教育委員会がそれをしたいということで実施計画に上げていって、ついた結果がその１４％の伸びという形で、ですから○印が入っているようなものについては、教育委員会がしたいことについて予算がついたということです。 小野委員長  それは今、我々が今まで議論した中を斟酌して、例えば今の施錠の問題だとか、あるいはその他の問題も、こういうところでもう少し頑張りたいなというようなことをいろいろ斟酌しながら、市長のほうと協議をやったんですと。そういう意味合いなんですね。 井上教育長  経常的な費用というのは、割当てがあって、これは毎年この金額の中で教育委員会で決めなさい、枠は越えられませんという、決まったものがあります。それ以外のもので、特別に今年度、要求するものというのは、基本的には先ほどの説明の中の、実施計画で要求して、それが新たな予算として組まれるということです。それは年度ごとに違うんですね。  ところが、教育委員会は、今言われましたとおり、ハード的な整備の部分がまだまだたくさんある。耐震化とか、そうしたものにお金が１４億円もらっていますが、ハードものの額が大きくて、ソフトに回していくのは、小さいお金しか拡充ができないんですね。だから、我々は一生懸命頑張って、学校の図書館を充実しようと。去年は司書の配置をしてもらい、そして９０日の配置だった日数を１２０日にしてくれと。それは認めましょうと言っても
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らってます。小さいお金でも、拡充できるんだったらどんどん要求しています。厳しい状況がありますけども、耐震化とか、そういうハードものが今度終わったらどうなるかなと思っていますが、それでもグラウンド整備とか、まだまだハード整備が残っていますから、ソフトにというんですか、そういったものに目玉的に拡充したいなとは思いますね。また検討させてもらいたいと思います。 小野委員長  本当、川名委員もおっしゃったとおり、国の予算もパーセントでいったら、ほんのわずかの変化があるだけですからね。 井上委員   当然伸びた部分は、ホームページで強調するんですよね。 岩室係長   今後予定をしておりますのは５月の広報にお知らせをし、ホームページはそれまでに更新の手続は可能ですので、議会の議決が終わり次第、速やかに更新をしていくという計画にはしています。 井上委員   せっかく増額しているので、ぜひお願いします。 川名委員   その際、学校の図書館に今、力を入れているということで、視察も行ったり、そういったこともちょっと特筆して、学校図書館の整備に力を入れますみたいなこともうたっておいたほうがいいかなと思います。 小野委員長  それと、４２番は、これは◎の事業なんですが、この自己表現力向上ワークショップというのは、これ実は市長さんが今までいろいろおっしゃっていたことにも該当するのかなと思いますが、市長さんから、ぜひこれをやってみたいな話があったんですね。この自己表現力向上ワークショップは。 井上教育長  そうです。 小野委員長  そういうことですね。わかりました。  それから、この宝塚の寺子屋っていうのは、１０校をめどにというのは大変いいことだなと思っているんですけども、私はこの７８番の学校支援地域本部事業、学校応援団、それをもっともっとやはり広めたいなと思っているんですけど、ここのところも○もついていないから従来どおりなんだなと大変残念に思っているんですが。 井上教育長  拡充したんじゃないんですか。 高井課長   学校支援地域本部事業のところなんですけれども、一応実施計画でコーディネーター２校分とボランティア２０名分の拡充はついているんですけれども、今年度、県からの補助金が確定して、同じ額ぐらいが減ったもので、減った分から上がったので、当初予算としては平成２５年と２６年が余り変わらなかったということです。 小野委員長  県のほうが、減らしてきてるんですか。 高井課長   はい。平成２５年度の補助金について、県の確定額が当初の見込みより減ったんです。 井上教育長  平成２５年度の話ですね。 小野委員長  平成２５年度ね。 高井課長   平成２５年度に補正で減らしているんです、１２月に。 井上教育長  これは平成２６年度の話ですよ。 
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高井課長   その平成２５年度に減らした額をベースにして、増えているので。 小野委員長  これ、あるとき、県の社会教育の課長さんと話したら、いや、県はもう減らしませんみたいなことを随分言ってたんだけど、やっぱり減らしたんですか。 高井課長   はい。 井上教育長  それは、意味がわかりません。これは教育委員の中でもそういう話だったので、市長と話をして、これはつけてくださいと言って要望して、拡充だと思っていたのに、今みたいな話は納得できないですね。予算を一生懸命要求して増やしてくれたつもりだったのに、何で○がついてないのかなと思っていたけど、県が減らすというのは、平成２６年度、要望もしてないのに、何でわかるんですか。 高井課長   平成２６年度じゃなくて、平成２５年度が当初予算として上げていた額から減らされたので、１２月補正で落としているんです。平成２５年度の当初と比較すると、平成２６年度の当初予算として要求する額が余り変わらないので、ちょっと拡充の○をつけにくかったんです。事業としては、拡充は認められたんですけれども。 小野委員長  市としてはね。 高井課長   はい。 井上委員   ちょっとお聞きしたいんですけど、以前広報に学校応援団のボランティアの募集が出ていましたけど、実質的に何名ぐらい応募あるんですか。 高井課長   今、２０名程度の応募がありまして、また養成講座をやっていきますので、その中でまた応募してくださいということで広報していきます。 井上委員   これは固まった地域だけじゃなしに、市全体的にですか。あるいは高司とか、あるいは宝塚第一小学校区とか、そういうのはわかりませんね。 高井課長   まだちょっと集計はしていないんですけれど、１つの地域に集まってはいないです。自治会全体に回覧板を回しておりますので、その中で見られた方がということで応募してしていただいております。 井上委員   回覧板だったかな。 高井課長   はい。 井上委員   ごめんなさい。 高井課長   広報にも載っていますけれども。 井上委員   載っていたね。 高井課長   はい。回覧板も回していただいてます。 種谷委員   回覧板も入っていたと思います。 小野委員長  あと、この８１番の宝塚自然の家というのは、今までもちょっと聞いたりしているんですけど、相変わらずまだ４，３００万円もこれやっぱりかけて運営をしないといけないわけですね。 井ノ上部長  はい。平成２８年３月まで、指定管理の期間、協定を結んでいまして、続いています。ただ、施設の老朽化とか、自然の家のあり方につきましては、今、庁内でもいろいろ検討会を設けて議論をしております。 
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小野委員長  ああ、そう。そうすると、今後はもう少し減らしちゃってもいいなという可能性もゼロじゃない。 井ノ上部長  そういう方向で、今、検討を進めております。きのうも、たまたまその検討会をしたところです。どういう方向で進めて、どうあるべきかということを、根本的に今話し合っているところです。 井上教育長  それは平成２８年度まで指定管理が続くんですか。何年度まで。 井ノ上部長  平成２８年３月。 井上教育長  平成２７年度までですね。  だから、平成２７年度までは予算は継続しますが、それ以降については、もう正直に言って教育予算でやるのかを含めて、どういう施設にするんだということを、検討してもらっています。 小野委員長  わかりました。 井上委員   ９０番のハーフマラソン実施事業で、これ８００万円としているんですけども、ハーフマラソンに参加される方から、一応３，５００円ですか、それで賄えないんですか。 岡本課長   参加者の方々からいただいていますのは、ハーフが３，０００円で、クオーターが２，５００円、ファミリーが１，０００円という形でいただいておりまして、事業費的に、大体１，１００万円程度ですが、総事業費で見ますと大体２，０００万円を超えていますので、若干その負担金、ご負担いただいている分だけで事業をするのはちょっと難しいです。 井上委員   わかりました。 小野委員長  ちょっと私も不勉強なんですけど、５４番のこの人権教育総務事業という中で、人権・同和教育振興委託ってありますけど、これは何をどういうところに委託しているんですか。 橘課長    これ宝塚市人権・同和教育協議会というのがありまして、これは県にもそういう組織があって、下部組織として宝塚市にもあります。各市にもこの同じ組織がありまして、そこに市民の方の人権意識を高めるということ、差別をなくしていくということを啓発したり、研修したりということで行います。  ちなみに来年度になりますけれども、阪神間のこの人権・同和の協議会が定期的に集まっているんですが、宝塚市が夏の研修会の会場というふうに当たっておりまして、来年は宝塚市が会場で良元小学校、西公民館、川西高校宝塚良元校の３つで、１日だけですけれども、３，０００人ほどお見えになって行うということになっております。 小野委員長  その内容でもって、増えているなんてことではないわけなんですか。 橘課長    今回のそういう大会の分がまた別途あるんですけれども、例年５００万円程度でお願いしております。 小野委員長  わかりました。  それから、６７番の教育用コンピューター運用事業は、これは○も何もついていないということは、毎年大体こういうことで、コンピューターの更新とか、何かその他でこのぐらいのお金がかかっている。約７，０００万円弱
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ぐらい。そういう理解でいいですね。 井上課長   はい、そうです。 小野委員長  わかりました。  ほかに何かございませんか。よろしいですか。 委員    （なし） 小野委員長  それでは、いろいろご意見ございますけれども、議案第３号 平成２６年度教育委員会所管一般会計予算（案）の提出について意見を申し出ることについては、原案のとおり可決ということにしたいと思います。  それでは、続きまして議案第４号 宝塚市社会教育委員条例の一部を改正する条例の制定について意見を申し出ることについて、これの審議を行いたいと思います。  それでは、議案第４号に関して、関係課のご説明をお願いします。はい、どうぞ。 高井課長   議案第４号 宝塚市社会教育委員条例の一部を改正する条例の制定について意見を申し出ることについて、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  本件は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（第３次一括法、平成２５年法律第４４号）」により社会教育法が一部改正されたため、当該条例について所要の改正をするとともに、見出しを付す等の文言の整理をしようとするものです。  社会教育法の改正内容といたしましては、同法第１５条で規定していた社会教育委員の委嘱の基準について、省令で定める基準を参酌し、市町村の条例で定めるというものです。この法律改正に伴い、委員の委嘱基準について条例で定めるものです。  委嘱の基準としましては、（１）学校教育の関係者、（２）社会教育の関係者、（３）家庭教育の向上に資する活動を行う者、（４）知識経験を有する者、（５）公募による市民の中から教育委員会が委嘱するものとしております。  このうち、（１）から（４）につきましては、省令で定める基準を参酌したもので、（５）につきましては、本市の審議会等の運営に関する指針に基づき規定するものです。  条例の施行期日につきましては、法律の改正及び文言の見直しに係る部分は平成２６年４月１日から施行することとし、現在、市民公募委員を学識経験者の区分としていることから、市民公募委員を区分として追加する規定の施行期日は、現在の委員の任期が満了する日の翌日である平成２６年７月２６日から施行することといたします。  続きまして、添付しております資料に基づき補足説明をさせていただきます。  資料１は、今回、改正されました社会教育法の新旧対照表です。社会教育委員の任期は、これまで現行、同法第１５条第２項で、学校教育及び社会教育の関係者、社会教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者
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の中から教育委員会が委嘱することと定められておりましたが、地域の自主性を高めるため法律による義務づけを見直すという観点から、改定案、同法第１８条のとおり、社会教育委員の委嘱の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌し、市の条例で定めることとなりました。その省令が資料２となります。  資料２の省令中第１条の規定が、社会教育委員を委嘱するに当たり参酌すべき基準となります。改正前の法律の委嘱基準と同一で、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者となっています。なお、参酌すべき基準とは、地方公共団体が十分参酌した結果であれば、地域の実情に応じて異なる基準を定めることが許容されることが、添付の資料外ですが、内閣府通知により示されております。本市は市民と市の協働の観点から、審議会の委員に市民公募委員を含めることとしていますので、社会教育委員の委嘱の基準として省令に規定される区分のほか、市民公募委員を含めようとするものです。  資料３は、現在の社会教育委員の一覧です。任期は２年で、現在の委員の任期は平成２６年７月２５日までです。なお、現在は学識経験者のうち２人が公募により選出された委員です。  次に、社会教育委員条例の新旧対照表ですが、今回の条例改正は、平成２６年４月１日から施行する部分を第１条による改正、平成２６年７月２６日から施行する部分を第２条による改正としております。  第１条による改正の内容としましては、社会教育委員の委嘱の基準を条例の第２条に規定するとともに、その他文言の整理として、各条に見出しを付すほか、一部文言を見直します。この第１条による改正部分につきましては、法律の施行期日と同日の平成２６年４月１日から施行することとしています。  なお、現在区分としては市民公募委員が存在せず、学識経験者が６人であるため、委員の任期満了日である７月２５日までの間は、現在の委員構成に合わせた区分とします。  次に第２条による改正の内容ですが、平成２６年７月２６日からの任期の社会教育委員より新しい区分での委嘱を行うことから、知識経験者を２人減とし、公募による市民２人を加えます。この部分の施行期日は、平成２６年７月２６日です。  資料４は、第３次一括法が公布された際に送付のあった文部科学省からの通知です。参考としまして、今回の法律により、文部科学省関係では４本の法律が改正されました。概要としまして、通知分中、法律改正の概要のとおりです。そのうち私立学校法と義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の改正は都道府県が対象となる規定です。地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正内容は、教育行政相談担当職員の公表の義務付けの廃止です。  上記のほか、資料として社会教育委員条例、社会教育法抜粋を添付しております。 
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 補足説明は以上でございます。 小野委員長  ありがとうございました。  ご質問等ございませんか。よろしいですか。 委員    （異議なし） 小野委員長  それでは、特にご意見ないようですので、議案第４号 宝塚市教育委員条例の一部を改正する条例の制定について意見を申し出ることについては、原案どおり可決をしたいと思います。  続きまして、議案第５号 宝塚市立スポーツ施設条例の一部を改正する条例の制定について意見を申し出ることについて。これに関して関係課のご説明、お願いいたします。はい、どうぞ。 岡本課長   それでは、議案第５号 宝塚市立スポーツ施設条例の一部を改正する条例の制定について意見を申し出ることについて、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  本件は、平成２６年度中を予定として、宝塚市立花屋敷グラウンドを市民へ供用開始しようとするため、市立スポーツ施設条例の一部を改正するものです。  主な改正の内容は、当該条例に、市立花屋敷グラウンドの名称及び位置、施設、休所日、利用料金を追加します。また、既存の市立売布北グラウンドの所在地の表記を、地番から住居表示へ改めます。市立花屋敷グラウンドの料金の設定は、市民が平日利用する場合、１時間当たり、既存の市立スポーツセンターの野球場が１，８００円、多目的グラウンドが１，３００円であるので、花屋敷グラウンドの多目的グラウンドは、それらの面積との比例及び受益者負担率などを考慮して３，０００円として利用料金を設定し、現状では、土・日・祝日の利用は平日の１．２倍、市外の人の利用はその２倍、時間外はさらに１．５倍、また入場料を徴収する場合はその２倍となっており、その結果の上限である２万１，６００円を利用料金として設定します。なお、実際の利用料金につきましては、指定管理者が市長の承認を得て条例の範囲内で定めるものとなっております。  また、テニスコートにつきましては他の市立スポーツ施設とほぼ同水準であることから、それらの施設と同額の利用料金を設定いたします。これは、今現状、他の利用施設のほうは５，８００円が上限となっております。  当該グラウンドの整備工事は本年４月から着手し、９月末竣工の予定です。工事と平行して指定管理者の公募の手続を進め、平成２６年１２月市議会で指定管理者の指定について議決を得た後に、準備が整い次第、供用を開始したいと考えております。このため条例の施行期日については、当該改正条例の公布日から起算して１年を超えない範囲で規則で定めることとしております。  説明は以上でございます。 小野委員長  どなたか、ご質問ございませんか。  はい、どうぞ。 
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川名委員   グラウンドは、上限が２万１，６００円ですから、指定管理者がもうちょっと安くしても構わないということですか。 岡本課長   実際の利用料金については、指定管理者との協議の上で決めることとなります。 川名委員   グラウンドを使うとき、１時間で終わるということはあんまりないと思うんですよね。半日とか使うことになるんですが、そうした場合、相当額、６万円とか７万円とかという感じですが、それは他市と比べても特段高いということではないのでしょうか。 岡本課長  多目的グラウンドを市民の方が１時間ご利用いただく場合は、３，０００円を一応基本としています。 川名委員   これは市外ですか。 岡本課長   ２万１，６００円というのは市外であり、時間外であり、休日である場合です。 川名委員   一番高い場合ですか。 岡本課長   一番高い場合です。 川名委員   市民の場合は３，０００円。 岡本課長   平日の時間内で３，０００円です。 小野委員長  大体、だから他市も同じような額なんですね。 岡本課長   他市の状況等を確認させていただいても、大体同程度の額となっています。 川名委員   もう一つ。申し込みますよね。そのときには市民のほうが優先して借りられるということはあるんでしょうか。そういう順位づけというのは行っているんでしょうか。 寺田副課長  現状のスポーツセンターでは２カ月前から予約できまして、抽選については、市民・市外の方という区分はございません。 川名委員   じゃあ先着順ですか。 寺田副課長  先着というか、抽選です。 川名委員   抽選。 寺田副課長  重複した場合は抽選です。 小野委員長  空いてる場合には、もちろん抽選ではないですね。 寺田副課長  もう直近で空いていれば、すぐ申し込みできます。 川名委員   わかりました。 小野委員長  他によろしいですか。 委員    （異議なし） 小野委員長  それでは、議案第５号 宝塚市立スポーツ施設条例の一部を改正する条例の制定について意見を申し出ることについて、これは原案どおり可決としたいと思います。  続きまして、議案第６号 宝塚市文化財審議会への諮問について。関係課から、ご説明をお願いいたします。はい、どうぞ。 高井課長   議案第６号 宝塚市文化財審議会への諮問について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。 
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 本件は、兵庫県より申請のありました丸山湿原群の市指定天然記念物への指定につきまして、その可否を宝塚市文化財保護条例第３１条の規定に基づき、宝塚市文化財審議会に諮問しようとするものです。  丸山湿原群は、宝塚市玉瀬、境野、波豆にまたがって所在する５つの湿原からなる湿原群です。湿原群は暖温帯に属するため泥炭（未分解の植物遺骸）の堆積が見られず、貧栄養、酸性の湧水によって涵養され、ミカヅキグサ属やヌマガヤなどが生育する湧水湿原です。  丸山湿原群周辺の地質は有馬層群という中生代に堆積した古い地層で、境野溶結凝灰岩と呼ばれる凝灰岩が広く分布しています。この凝灰岩は風化しやすく、丸山湿原群の周辺では風化の進んだはげ山が各所に見られます。風化した土は非常に細かく粘土に近い状態で、降雨により谷底に溜まると、水が停滞して湿潤な立地が形成されます。このようにして形成されたのが丸山湿原群です。  生息、生育している動植物には、日本最小のトンボであるハッチョウトンボやヒメタイコウチ、サギソウ、トキソウ、カキランなどがあり、植物群落は、イヌノハナヒゲ群集、ヌマガヤ群落、イヌツゲ群落の３群落に大きく分けられます。湿原に特有のさまざまな生物が見られ、兵庫県下の生物多様性を保全する上で非常に重要な湿原です。このように丸山湿原群は生物多様性に富んだ兵庫県下随一の湿原であり、生態系としては、兵庫県版レッドリストのＡランクに指定されているなど希少な動植物が生息、生育していることから、天然記念物指定の申請がなされたものでございます。将来的には、兵庫県指定により保全活動の拡大を目指しますが、文化財指定申請の手続として、まずは市指定を行うものです。  指定に際しては、兵庫県以外の土地所有者である関西電力株式会社の同意が必要であり、同意書につきましては現在提出依頼中ですが、口頭による同意は既にいただいております。なお、答申は平成２６年４月３０日までにいただくこととしております。  説明は以上でございます。 小野委員長  何かご質問ございませんか。  今、こうやって出てきているんですけども、当然、前々からこの場所はあって、本来もっと早くこういうことを県がやったらよかったということなんですかね。 井ノ上部長  この土地は、北部開発といって、県が買収した土地の中にありまして、学識経験者などからは、ここは開発が入ると湿原がだめになるので早く指定をしたいということを、常々、言われていましたけれども、この数年の間に、北摂里山街道という博物館構想というのが出てきまして、ここが重要な箇所であるということの位置づけで、一気にこの指定の動きが高まったというふうなことです。  かねてから、人と自然の博物館におられた服部保先生、今、川西の教育委員長をしておられますけれども、この方が非常に大きな働きかけをされてい
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て、やっとこのときを迎えられたというところです。 小野委員長  もともと、別な開発業者が最初は所有していて、何かそういう、今、何とかが所有権を持ってたと言いませんでしたか。 井ノ上部長  県が所有をしています。 小野委員長  もともとは県の所有ですか。 井ノ上部長  はい。 小野委員長  わかりました。 井ノ上部長  この図面を見てもわかりますように、いわゆる湿原だけを守っていいというものではなく、いわゆる集水域というのがありまして、また湿原保全区域というのがあります。これを全て守ってこの湿原は守られると。湿原自体は小さいんですけどね。周りの土壌をさわると湿原に影響する。そういうことで非常に。 小野委員長  広い範囲になるわけですね。 井ノ上部長  開発されると困るということで、かなり前から早く指定をしてほしいという動きがありました。 小野委員長  そういうことですか。 川名委員   市の所有地は全然ないんですね。全部県と関西電力が持っているということですね。 井ノ上部長  関西電力は、別紙４ですね。別紙４のところの、一番下のほうに四角い「１－８」と書いたところです。 種谷委員   何か施設があるんでしょうね。 井ノ上部長  鉄塔です。 小野委員長  なるほどね。 井ノ上部長  この場所はちょうど集水域と保全区域の境目にありますんで、鉄塔を改修するとか、そういうことぐらいについては、影響ないだろうということを、聞いています。  そうですか。ここに一回見に行かないとだめですね。 小野委員長  これは記念物に指定されたら、入るのはお金が要るとか、そんなことになるんですか。 川名委員   基本的には、見せたりはするんでしょうか。 小野委員長  いや、行くときに、ここ入るときは金が要りますよとか。 井ノ上部長  今、もう歩道とかそういうものが、かなりできていまして、整備されています。公園のような感じで、周遊できるような形になっています。 川名委員   遊歩道みたいにですね。 井上委員   無料ですか。 井ノ上部長  無料です。 川名委員   お金取っても行きそうな感じじゃないですね。静かに、ただ見てもらえるだけだったらいいけども。 小野委員長  ほかに何かございませんか。よろしいですか。 委員    （異議なし） 
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小野委員長  それでは、議案第６号 宝塚市文化財審議会の諮問について、原案のとおり可決ということにしたいと思います。  以上で、予定の案件は終了いたしましたけども、何かほかにございますでしょうか。 酒井室長   事務局からはございません。以上です。 小野委員長  それでは、以上をもちまして平成２６年第２回の宝塚市教育委員会の会議を終了したいと思います。どうもご苦労さまでした。  ─────────── 閉会 午後 ２時４６分 ─────────────  
 


